
(別紙様式３）

※　1学期末評価においては、学校関係者評価は不要

④ワークライフバランスの充実

・週1回の運営委員会、月1回の職員会議で職員間の共通理解、共通認識を持たせて、全教職員で指導するように申し合わせ、基準を統一して指導を行うことで、規律
ある学校生活を目指す。また、問題発生時には緊急の全校集会をおこない問題の早期発見、早期解決を促す。
・日出総合生の心得（校則）を確認し、指導するために月1回の頭髪・服装検査を行う。また、頭髪服装検査の最終合格率１００％を目指す。
・年間２回以上の交通安全・情報モラル講習会・防災避難訓練を実施し、規範意識を高め社会の一員としての自覚を促す。
・生徒自身が、[安全・安心な学校づくりに努める」気持ちを持つことにより、ルールを守り公共物を大切にする精神を養う。
・いろいろな場面（毎月の頭髪服装検査等）で挨拶、礼法指導に力を入れ、良き社会人となる心構え意識を育成する。
・教職員が学期に２２回の登校指導、校内巡視を行う。また、月初めには生徒指導部が昇降口に立ち服装の乱れの注意や、気持ちの良い挨拶の励行を行う。
・生徒会や部活動生徒で朝の挨拶運動を学期に１０日間以上行い、挨拶の励行を習慣づける。

・ＩＣＴの効果的活用による業務改善 ① Ｔeams、学校ホームページ、３９メール、e-officeなど情報発信ツールの活用により、ストレスチェックの仕事の量的負担9.0以下 ＰＬ：教務主任
ＳＬ：各分掌主任
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〇県主催のTeamsの研修会に参加するなどして、使用方法を習得する先生が増えた。
〇情報発信ツールの活用は向上出来ており、ストレスチェックの仕事の量的負担9.0となり目標は達成した。し
かし、全国平均、県平均を上回っているので改善の必要がある。

〇実際の業務において役立つICTの活用を精選して目標設定を焦点化させる。
〇来年度も県主催のTeamsの研修会の活用や校内のICT研修の充実をはかり、ICT等活用スキル
を向上させる。
〇情報発信ツールの活用は向上出来ており、ストレスチェックの仕事の量的負担9.0となり目標は
達成した。しかし、全国平均、県平均を上回っているので改善の必要がある。

・機器を使いこなせるように研修できる体制を確立してく
ださい。
・ICT、SNSなどを積極的に活用して欲しい。
・ICT効果的活用は時間がかかると思いますが、着実な
スキルアップを期待します。

ＰＬ：教頭
ＳＬ：事務長

①規範意識を備えた健やかな人間
性の育成

③高い専門性を育み、地域の課題
解決力を備えた人材の育成

・勤務時間管理システムによる勤務時
間の管理

〇19時以降の完全退庁を促すための呼びかけを毎日行えたが、組織的に対応するとさらに効果が上がると思
われる。
〇超勤職員への面談や声掛けをを月1回定期的に実施できたが、部活動指導が原因の超過勤務が多いので
改善をはかる必要がある。
〇考査期間中の業務の見直しをはかり、考査中は年休の取得を毎回呼び掛けができなかった。

〇19時以降の完全退庁を促すための呼びかけを毎日行えたが、ミドルリーダーとの連携をはかり
更に充実させていきたい。
〇分掌に働き方改革推進係を設けていきたい。
〇超勤職員への面談や声掛けをを月1回定期的に実施できたているが、部活動の指導が原因の超
過勤務が多いので外部指導者を活用して部活動指導体制の改善をはかる。
〇考査期間中の業務の見直しをはかり、考査中は年休の取得を毎回呼び掛けができなかった。

○これからも時期とタイミングを見計らいながら行事を見直して学校行事を整えていく。
○季節によっては日照時間も変わっていくので随時、顧問に呼びかけをして徹底を図っていく
○年度当初に部活動年間計画の中に休養日を設定してもらい、気候と生徒の疲労を考慮しながら
練習内容を微調整してもらう。
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① 19時以降の完全退庁を促すための呼びかけを毎日行う。
② 超勤職員への面談を月1回定期的に実施する。
③ 考査期間中の業務の見直しをはかり、考査中は年休の取得を毎回呼び掛ける。

・勤務終了後の残業時間４５時間以内（月）の職員９０％以上
・職員の年休取得平均日数１5日以上
・夏季休暇取得率１００％
・ストレスチェック実施率１００％

・授業の中で地域に目を向けさせ、地域に出て行く学習活動及び地域の方が来校する機会を増やす。
・地域で活躍している方から指導してもらうために、各学年で「ＨＩＪＩ　ＳＯＧＯ　じもたんと育成塾」に関係するイベントを１回以上実施する。
・生徒の人間性の幅を広げるために、異校種との交流を年６回企画し、参加者が他の生徒に報告をする機会を作る。
･実習等で技術、技能の習得を目指し、レインボープロジェクトで放課後の活動を更に充実させて各種競技会に延べ１０大会以上参加し、２種目の県大会優勝を目指
す。

・保護者、小中学校、企業等との連携
強化

・ＰＴＡ総会の参加率を７５％以上、その他学校行事への保護者の参加延べ人数２４０人以上(在籍生徒数の半数)を目指す。
・保護者に３９ｍａｉｌを利用した情報発信を年間３０回以上行う。
・校内進路ガイダンスに、地域の企業や人材を招聘し、生徒の進路意識の喚起に努める。（２年次と３年次に各１回以上）

・開かれた学校づくりのための広報活
動の充実

・１年間の活動を発表する機会として、学修成果発表大会を実施する。また、３箇所以上の近隣小中学校へ出前授業を行う。
・各分掌、学科関連行事、レインボープロジェクトの取組みに関しては、記録担当がホームページの記事を作成掲載し、２日に１回の更新を目指す。
・本校の教育活動を紹介するために、体験入学、親子相談会、中学校PTA保護者来校、中高連絡会等で情報発信を行う。
・地域の高校魅力化、特色化推進事業の取り組みを推進し、その進捗状況を月に１回程度、生徒・教職員に知らせる機会を作るとともに、保護者や中学生にもＨＰ、新
聞、ケーブルテレビを通じて発信する。

令和３年度学校評価（年間評価）

ＰＬ：特活主任
ＳＬ：学科主任

学校名 　　　　大分県立日出総合高等学校

前年度評価結果の概要

【成果】
〇年6回のＩＣＴ研修でスキルアップを図ることができ、年2回の互見授業、年3回の授業改善検討会では短期的なＰＤＣＡサイクルを活用して授業改善を推進することができた。
○教員から生徒への声掛けなど生徒指導の徹底が図られ、また外部講師による講演会の実施などにより、生徒指導事案が前年度から大きく減少した。
〇コロナ禍でも生徒が学校での学びを活かした地域貢献活動へ取り組むことで地域に元気を与え、メディアやホームページを通じて学校の大きなPRになった。
○生徒の感染症予防に配慮した学校行事の開催を工夫し、生徒、職員に感染者を出すことなく生徒が安全安心に学校生活を送ることができた。
【課題】
●生徒指導事案の背景と原因を調査し、記録を個別ファイル化し、保護者や地域と連携して生徒の健全育成に向けた取組を行う。
●生徒が身に付けるべき力を先生と生徒が共有した上で授業改善を推進させ、また生徒や保護者のニーズの応じた個別指導を行い生徒の進路目標の実現を目指す。
●学校での教育活動を積極的に情報発信するとともに、地域に生徒の活動の場を広げ、地域とともにある学校づくりにさらに努める。
●地域や保護者の理解を得て、学校の働き方の見直しを行い、心身ともに健康な教職員が生徒のために一生懸命に業務遂行できる職場の環境づくりを進める。

①規範意識を備えた健やかな人間性の育成
②規律ある学習習慣を身に付け、生涯を通じて自ら学び続ける向学心の育成
③高い専門性を育み、地域の課題解決力を備えた人材の育成
④ワークライフバランスの充実

学校教育目標 中期目標 重点目標

家庭や地域と協働し、知育・徳育・体育のバランスのとれた教育を実践し、一人一人の個性の伸長を図るとともに、豊かな人間性とグ
ローバルな感覚を備え、かつ自分自身・学校・郷土に自信と誇りをもって社会の発展に貢献できる人材を育成する

・基本的生活習慣を身に付け、健康でたくましく、人生を生き抜く力の育成を図る
・基礎的な知識・技能を身に付け、多様性を尊重し他者と協働して、未知の課題に主体的に取組む力を育成する
・地域や家庭との絆を大切にし、キャリア教育を通して、地域に貢献できる人間性や社会性を育成する

・柔軟性(意見の違いや相手の立場を
理解する力)及び公共心の養成

・学校行事及び部活動に主体的、積極
的に参加する生徒の育成

学校関係者評価
次年度の改善策分析・考察

① 学期に1回の行事の精選を行う。。
② 部活動の19時全員完全下校の徹底を図る。
③ 部活動の休養日の設定を週1回行う。

〇「ルールを守る」（社会性）の評価4点満点の92.8％（3.49）であった。
〇「マナーの習得」（社会性）の評価4点満点の91.8％（3.38）であった。
〇年度当初の達成指標である82.5％（3.3）以上を上回った。
〇頭髪服装検査の最終合格率が98.4％であり生徒心得に沿った学校生活を送ることができている。
〇生徒指導件数10件　延べ37人（昨年度比13件　延べ14人）
〇登校指導や授業始業時の声掛けによりその場限りの指導にならないように心掛けることにより「いつでも面接試験に行
ける頭髪服装」を目指した。
〇校内での問題行動件数は減少傾向であるが、スクールサインによる報告や電車内でのマナー違反における苦情が目
立った。また、集団での問題行動が増加傾向にある。
○年間を通じて4月に生徒会と運動部を中心に11回、9月には生徒会と文化部を中心に18回、2，3月は生徒会と運動部・
文化部で18回の挨拶運動を実施。

〇月1回の頭髪服装検査を継続して実施し、全職員共通認識のもと規律ある学校生活を実践する。
〇校則の見直しアンケート結果　（見直し必要48.7％　見直し必要ない51.3％）を踏まえ現状に則さない校則は
3学期中に見直しをおこなう。（防寒着等）
〇年２回の防災避難訓練では消防署員を招聘し、より実践的な防災訓練を継続するとともにマニュアル化さ
れた訓練だけでなく様々な場面を想定した訓練をおこなう。
〇授業中や校内でのふさわしい礼法作法を身に付ける力を継続する。また、全校集会時には正しい姿勢で人
の話しを聴く態度を養わせる。
〇2学期以降もその場限りの指導にならないように、継続した声掛けを徹底しておこなう。
〇電車通学生のマナー向上のために学期に1回程度の電車指導をおこなう。
○挨拶運動の際は生徒からの挨拶を待つのではなくこちらから積極的に挨拶を心がける。

〇適切な清掃区域の配置と監督を徹底することにより公共心を養うことができ器物破損の件数が減少した。
○「いじめや、差別につながる言動はしない」の評価４点満点の３．５であった。
○人権教育、教育相談活動に関する学習、調査、面談は予定どおりに行えたが、体制づくり、情報共有の方法は改善して
いく必要がある。
○訪問学習は新型コロナの影響で内容を変更して実施していただいた。講演や映像での工場紹介の他、新たに障がい体
験が取り入れられ、充実した内容で学習を深めることができた。
○SCとSSWが同日に勤務することができたので、SCやSSWによる生徒、保護者の面談、対応がより組織的に行うことがで
きたが、他校や外部機関との日程調整がうまくいかないこともあった。

〇環境整備の充実を図り、清掃監督を徹底することにより充実した清掃活動に取り組み公共物を大切にする
精神を養わせる。
〇今年度は、諸般の事情により、隣接するソニー・太陽への訪問ができなかったが、状況が変われば、連携
を図りながら、柔軟に交流や学習の取り組みを深めていきたい。
〇SC、SSW、関係職員の情報共有やケース会議は行ったが、より組織的に対応するために生徒の情報交
換、支援体制づくりのために、月１度以上会議行う体制をつくっていく。
〇人間関係づくりプログラムは職員へのアンケートや生徒のフィードバックを学期毎に検証し、必要な研修な
どを取り入れ、学年担当と連携をとりながら効果的に行っていく。

○生徒会活動において生徒会役員の達成度は達成度は91.4%だった。
○部活動加入率は87.5％と目標を達成した。
○ボランティア活動を年間三回実施したが生徒会や部活動生の参加で学校や地域の環境美化に取り組むこと
ができた。
○「保健だより」は現在まで7回発行。年度末までに計9回発行する予定。年10回には達しなかったが、タイム
リーな内容で情報発信を行った。
○保健講話は、zoomを使った講話になった学年もあったが、予定通り、各学年対象に実施できた。

○常に生徒がアイデアを出しやすい環境づくりを心がける
○健康管理や事故防止を徹底し、部活動に興味を持ってもらうためにＨＰなどで情報発信を行う。
○ボランティア委員会から積極的に呼びかけ、自ら進んでボランティア活動に参加する生徒を増や
していく。
○「保健だより」はⅠＣＴ機器を活用し、保健に関する情報発信を年間を通じて行う。
○実施時期に応じた感染対策を講じ、生徒の意識と知識を高める講師の選定と講話の企画を行
う。

重点目標 達成(成果)指標 重点的取組 取組指標

ＰＬ：各学科主任

ＳＬ：教務主任

・学校評議員及び保護者に対するアンケートで、以下の項目に
  ついて、
　○「学科や系列の専門性を生かした活動の充実」
      （専門性の充実）は、
           評価が４点満点の７７．５％（３．１）以上。
　○「保護者、小中学校、企業等と連携強化」
     （保護者・地域との連携）は、
           評価が４点満点の７５．０％（３．０）以上。
　○「開かれた学校づくりのための広報活動の充実」
     （ＰＲ活動の充実）は、
          評価が４点満点の７５．０％（３．０）以上。 ＰＬ：庶務主任

ＳＬ：進路指導主任

検証結果（自己評価）ＰＬ
ＳＬ

・生徒、保護者及び学校評議員に対するアンケートで、以下の項
目の評価が４点満点の８２．５％（３．３）以上。
　
　〇「ルールを守って学校生活を送っている」（社会性）
　〇「社会生活の中で必要なマナーを理解し、常に守っている」
                                                                     （社会性）
　〇「学校内外で『あいさつ』や『言葉づかい』がきちんとできて
       いる」                                                      （公共心）
　〇「いじめや差別につながる言動はしない」  （人権意識）
　〇「学校行事または部活動へ積極的に参加している」
                                                                     （主体性）

ＰＬ：生徒指導主任

ＳＬ：特別活動主任

ＰＬ：生徒指導主任

ＳＬ：生徒支援主任

ＰＬ：特別活動主任

ＳＬ：保健主任

・ルールやマナーを遵守できる規範意
識を備えた生徒の育成

【農業経営科】地域の施設などへの花壇制作やプランタ設置、イベント等での販売実習など地域に向け貢献で
きた。くじゅうアグリ創生塾研修（10回）)の実施により見聞を広めることができた。農業クラブ大分県大会ではポ
スター・意見発表（2部門）最優秀、鑑定競技最優秀、優秀（2名）、全国大会では鑑定競技優秀（2名）と日々の
学習の成果を上げることができた。
【機械電子科】高校生ものづくり大会（旋盤３位入賞・溶接努力賞１名）、マイコンカーラリー県大会１位（全国大
会出場権獲得・・・中止）、ロボット相撲県大会２・４位という目覚ましい成果をあげた。
【総合学科】フットパスカレンダーの作成やHIJISOGOOD!!マルシェの販売活動、じもたんと育成塾での講演会を
実施することで、地域に関する関心を高めることができた。
・大神小学校との連携事業「あいあい塾」や日出支援学校とのＺＯＯＭでの交流を通じ、異校種間の連携を図る
ことができた。

【農業経営科】地域への貢献、くじゅうアグリ創生塾等の研修の参加及び知識技術の定着、担い手
の育成、農業クラブ活動の充実を引き続き実践する。
【機械電子科】日々の放課後指導の充実をはかり、さらなる各種競技大会指導の組織化をはかる。
【総合学科】新型コロナウイルスの感染状況で校外での活動がなかなか難しい状況であるが、可能
な限り実施して生徒の感受性を高められる活動を行っていきたい。

〇２年２学期は職業意識形成事業を利用し、企業の方を、３学期は希望別ガイダンスとして、上級学校、地元
企業から募集担当者を講師として迎え、進路意識の高揚ができた。１年も３学期に職業分野別に外部講師を招
聘したガイダンスを実施。コロナ禍の影響で一部は資料配布で代替せざるを得なかった。
〇地元の建設業協会、警察署の協力が、希望進路の実現や応募先の拡大に効果を発揮した。
〇新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、ＰＴＡ総会は今年度も紙面による決議となった。学校行事への保
護者の延べ参加数は１５７人。コロナ禍の状況であっても、あいさつ運動、除草作業など、可能な活動を行っ
た。
〇３９mail等を利用した連絡は２３回行った。

〇インターンシップや職場見学も含め、進路学習に積極的に地元企業に協力を依頼する。
〇ＰＴＡ総会を開催することを念頭に準備をする。コロナ禍であっても、可能な活動を行う。
〇３９mail等を利用した連絡体制を１学期中に完成させる。

〇ホームページに、各行事や生徒の学習活動の様子を掲載できた。更新回数は218回（～2月14日）2日に１回
の更新ペースを大きく超えた。
〇コロナ禍のため学修成果発表大会、近隣小中学校へ出前授業を行えなかった。
・各分掌、学科関連行事、レインボープロジェクトの取組みに関しては、記録担当がホームページの記事を作成
掲載する組織を整えることができた。
〇本校の教育活動を紹介するために、体験入学、親子相談会、中高連絡会等で情報発信を行えた。
〇地域の高校魅力化、特色化推進事業の取り組みを推進し、その進捗状況を月に１回程度、生徒・教職員に
知らせる機会を作るとともに、保護者や中学生にもＨＰ、新聞、ケーブルテレビを通じて発信できた。

〇各行事や学習活動など、様々な生徒の活動を広く知らせるHPや情報発信を引き続き行い、更新
回数は250回2日に１回の更新ペースを維持していきたい。
〇コロナ禍に対応した感染予防対策を講じながら、学修成果発表大会、近隣小中学校へ出前授業
を展開していきたい。
〇各分掌、学科関連行事、レインボープロジェクトの取組みに関しては、記録担当がホームペー
ジ、ケーブルTVからの情報発信する組織を更に充実させたい。
〇本校の教育活動を紹介するために、体験入学、親子相談会、中高連絡会、母校で高校説明会等
で本校のPRを充実させたい。
〇地域・本校の魅力化に向けた県指定事業を推進し、その進捗状況を月に１回程度、生徒・教職員
に知らせる機会を作るとともに、保護者や中学生にもＨＰ、新聞、ケーブルテレビを通じて発信して
いきたい。
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ＰＬ：教務主任

ＳＬ：庶務主任

・学科や系列の専門性を活かした活動
の充実

評価

・学校行事の精選と部活動基本方針の
厳守の徹底

・教職員に給料や賞与の増額をして支援してあげて欲しい。
・年休取得も困難だと思いますが、生徒同様に先生方の心身
の健康保持を実施して欲しい。
・国内外のガイドラインや勤務体制を熟知して目標の達成に向
けて努力をしてください。

・生徒が非常に落ち着いている。特に3年生は十分達成できている。
・ほとんどの生徒が守られているが、一部の生徒が制服をきちんと着
用していない様に見えた。
・授業中も一部の生徒が私語をしていたので、集中して欲しい。
・選挙へ行くことなど社会人としての大切なマナーの指導もお願いした
い。
・規律ある学校生活が実施できていると感じる。校則の見直しなども生
徒の意見を取り入れながら時代にあったものにしていただきたい。

・教室やホームベース、廊下など清掃がきちんとできている。
・立派な社会人となるための一層の取り組みをお願いしたい。
・退学者が多くならないように継続した生徒支援の取り組みが
必要かと思います。
・公共心を身に付けていると思います。先生方の努力の成果
だと思います。

・ホームページや我が子の話などで運動部、文化部ともに活
躍しているように感じた。
・ボランティアに参加して地域貢献に係っており非常に良いと
思う。
・部活動での人間関係の形成は社会に出てから必要になるの
で積極的に取り組んで欲しい。
・生徒会役員の達成率や部活動加入率ともに目標をクリアして
おり、取り組みが効果的であったと思います。
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・清掃活動では、生徒教師が一緒になって清掃活動を行うとともに、委員長や係で呼びかけあいホームルームや廊下のごみを無くす取り組みを行う。また、日々の清
掃活動の中で教職員が清掃監督を徹底し、役割の理解及び友人との協働を通して、公共心の養成を図る。
・いじめや差別の未然防止を図るために、人権教育や教育相談活動を推進し、年間３回（毎学期）、アンケート調査と相談週間を実施する。
・年間２回以上モラルに関する講演会を実施し、規範意識を高め社会の一員としての自覚を促す。
・インクルーシブ教育を推進するために、１年生全員に入学後の早い段階で「ソニー・太陽（株）」への訪問学習を行う。
・ＳＣ、ＳＳＷを積極的に活用し、いじめや不登校の早期発見を行い、新たにうまれる事案を０にする。
・人間関係プログラムを定着させていじめ・不登校をうまない魅力ある学校づくりに向けた取組みの推進をはかる。

・定期的な面談に感謝しています。進路目標達成
に向けて改善策を得られています。
・授業態度が良くない生徒が少しいた。
・今後も生徒に寄り添った教育を続けて欲しい。
・達成感を味わう生徒が増えてきているのはとても
素晴らしい。
・健康管理も大切にしてほしい。
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〇年間検定合格者数延　674名　放課後を利用した対策講座が充実された効果が認められる。
〇日出総マスターという数値化されやすい目標があることで資格取得に対する意識が高まった。
　（技能検定（フライス盤２級１名合格・旋盤３級1名合格・機械検査３級4名合格）、第二種電気工事士27名受
験13名合格，日本農業技術検定2級2名。フォークリフト（1ｔ未満）の運転の特別教育修了14名、小型車両系建
設機械（整地等）の運転の業務に係る特別教育修了15名）、商業系列では1級3種目以上合格1名、商業経済
全科目合格1名のように、新しい資格への挑戦や合格率のアップにつながった。
〇商業系列では簿記検定など1年からの受験を早めて実施することができ、3年間の資格が取りやすい状況を
構築したが、コロナ禍のため情報処理と簿記の補習や受験者数に影響が出た。
〇進路希望調査や進路ガイダンスなど、定期的に進路目標を考える機会を提示し、２年生は進路未定層が入
学時31％から、11月で12％まで減少。１年は32%から　27％で、更なる指導が必要。
〇公務員対策講座は内容の充実、出席率の高さが警察、消防への合格に結びついた。
〇小論文対策として、指導者や生徒に対するリモートによる学習会、希望者への問題集の貸出を実施。一定の
効果をあげた。書き方の指導以上に、漢字、言葉遣い、基本的な知識の習得が急務。
〇義務教育内容の学習に取り組んではいるが、定着率が低い。丸暗記では無く、テスト後にも内容が残る学習
への取り組み方を指導する必要あり。
〇コロナ禍ではあったが、中止の検定はほとんどなかった。２単位減により、新たに技能検定（機械検査３級）
の指導を始め、４名受験し４名の合格を得た。

〇放課後や長期休業を利用した資格取得のための講座を充実させることで、合格率のアップを目
指す。
〇日出総マイスター（資格）の活性化と認知度を上げていく。（進学時の特待制度も紹介）
〇日出総マスターやキャリアノートで定期的に自分の資格取得に対する目標と達成度を確認させ
る。
〇オンラインでの外部ガイダンスや進路学習ツールの活用を促す。
〇１年次より対策講座に積極的に取組んできた学年が受験した公務員試験で、例年よりも１次の通
過率が高いので、今後も継続する。１２月に１，２年生対象の講座を開始。次年度は面接対策につ
いても検討。
〇放課後等の検定対策講座は一定の効果を上げている。フォークリフトなど講習会への参加で資
格を得られるものに積極的に挑戦していたので、３月中に来年度の受験予定について各教科で関
連する分野を検討してもらう。
〇タブレットが配布されたので、３学期のHRAで電子データでの進路学習を進めることで、早めの目
標設定を促す。
〇義務教育内容の定着を目指し、２年３学期より進路別に合わせた一般常識対策問題集に取組ま
せる。
〇令和3年度に新規に挑戦した資格や成果の出た資格などの更なる充実をはかり、実践する。

・検定試験に多くの生徒が挑戦していると感じた。
・少しづつ成果が出てきていると思います。各種講
座の一層の充実をお願いします。
・生徒の実情に合わせた支援が行われていると感
じました。
・日出総マスターの取り組みは一人一人が目標を
持てる良い制度だと思います。
・職業観を深めるインターンシップをはじめ、職業観
を深めるレポート提出を求めるなど大学に近い知
識と視野を広める指導をお願いいしたい。

・全ての生徒会活動において企画運営を生徒会主体で実施し、生徒会役員の達成度を８５％にする。
・部活動紹介、部活動見学を早めに実施し、部活動入部率８０％以上を目指し、集団活動の活性化を図る。
・レインボープロジェクトで放課後の活動を充実させ、ボランティア活動を積極的に推進する。ボランティア委員会から呼びかけを活発に行い、自ら進んでボランティアに
参加する生徒を増やし参加率を１０％増加させる。
・健康づくりのための情報発信として「保健だより」を、内容の精選と紙面構成の工夫を行い、配布のタイミングを考慮したうえで年１０回以上発行する。
・心身の健康の保持・増進を目的に、対象学年・内容・実施時期を考慮し、保健講話を３回実施する。

・ホームページだけでなく、地元のケーブルテレビ
での学校紹介は地域の方々にも「日出総合高校」
を知って頂ける良い機会になっていると思います。
・校外へ向けてどんどん情報発信をしていってほし
い。
・地道な活動になりますが、継続が大事だと思いま
す。
・中高連絡会でも中学校の先生方に魅力を伝えて
いる。
・地元への説明会は進路に悩んでいる生徒への背
中を押してくれるものなので継続して欲しい。

・限られた時間内での先生方のご指導に感謝しま
す。
・週休日は設定どおり実施できている。
・国内外の先進事例を参考にして内容を研究し、
試験的取り組みを考えて欲しい。
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・地域貢献が充実している。
・それぞれの学科での活躍が報告され、生徒も目
標をもって参加しているように思えます。
・レインボープロジェクトは大変素晴らしいと思いま
す。生徒の活動を支える先生方へ感謝します。
・日出総合独自の取り組みは生徒の創造力や感
受性を高めていけるので、今後も日出総合にしか
できないことをお願いいたします。

・コロナ過でPTA活動は少なくなっていますが、出
来る限り参加していきたいです。
・コロナ感染予防対策をして除草作業や挨拶運動
など実施することが出来た。
・上級学校及び企業の募集担当を招く取り組みは
大変有効であり、引き続き実施すべきと考える。

○３学期のクラスマッチを見直し、生徒総会を入れた。
○各部活動の練習時間にもよるが練習後は速やかに下校はできていた。
○各部活動とも年度当初の週休日を守りながら活動を行い、昨年以上の結果を出すことができた。
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○ＩＣＴ研修会は、タブレットを生徒が活用できるように具体的な活用方法などを提示しながら教師の指導力向
上と生徒の活用力向上を目指した研修を行う。
○定期考査や入試業務と重なることもあり、教職員の負担感が大きくなっている。授業改善検討会の実施形態
を見直し、より効果的な授業改善を目指す。
○ 互見授業については、第２回目は１００％の参観率だが前期は達成できなかった。スキルアップタイムの徹
底、授業公開の情報提供を確実に行う必要がある。
〇2年は、期末考査終了後に一般常識対策を前倒しで始めたことで、義務教育分野の定着に効果があった。１
年は、学校生活に後ろ向きな生徒をどう学習に向かわせるかを模索している段階。
〇学期末にＨＩＪＩＳＯＧＯＯＤスタディ（朝学習）の確認テストを行ったが成果が見えにくい。

②規律ある学習習慣を身に付け、
生涯を通じて自ら学び続ける向学
心の育成

・生徒に対するアンケートで、
　以下の４項目の評価が４点満点の８５．０％（３．４）以上。
　〇「学習意欲を向上させる授業を行なっている」（興味・関心）
　〇「定期的な課題チェックや適切な指導を行なっている」
                                                                    （助言方法）
　〇「わかる・できた・楽しい授業である」           （満足感）
　〇「ＨＩＪＩＳＯＧＯＯＤ基礎学力が身に付いたと感じる」
（達成感）

　次の項目の評価が４点満点の７５．０％（３．０）以上。
　○「自分の実力アップのため、資格取得に挑戦している」
                                                                      (積極性)

・基礎力診断テストで、「Ｄ３」の人数を１割減らす。

・授業改善による基礎学力を定着させ
るための教材及び指導法の研究

・ｉｐａｄ、電子黒板等のICT機器を活用したＩＣＴ研修会を年４回企画し、各学期に２回以上全職員がＩＣＴ機器をを利用した授業を行なう。
・全職員が参加する授業改善研究会を年４回設定する。その企画運営は授業改善組織委員会で行い、毎回指導主事・指導教諭を招へいし、全教科効率的に実施す
る。
・互見授業旬間を年２回設定する。旬間中に各自「スキルアップタイム」を設け、最低２回「互見授業シート」を活用しての授業見学を行い、各自の授業改善に役立て
る。
・各教科で行う平素の基礎学力習得の取り組みや基礎力診断テスト前のワンウィークトライアルの取り組みを強化し、２回目の基礎力診断テストの教科毎の成績を１
回目と比較して４割の生徒がアップする。
・ＨＩＪＩＳＯＧＯＯＤスタディ（朝学習）の進捗や課題を定期考査前に確認して定期考査に反映させる。

ＰＬ：指導教諭
　

ＳＬ：教務主任
　　　各教科主任

・生徒の学習習慣の確立及び授業規
律の徹底

・「日出総スタンダード（５０分完結型授業、本時の目標、振り返り）」の授業スタイルを確立、「授業改善６つのアクションに基づく授業構想」、「学習習慣を確立するため
の課題と連動した授業構想」の両冊子を実践し、生徒の基礎学力の定着を図る。
・レインボープロジェクトの基礎力向上講座の内容に関して、授業で扱い、さらに生徒の学力差に対応するため小テスト等を利用し、教員が理解度を確認する。また、生
徒にも成績の変化を実感させる。
・「生活記録表」調査を年２回行い、データを個人ごとに整理、関係者(学年主任・担任・教科担当者等)で共有しつつ、個別指導で活用する。
・毎日課題や週末課題の実施状況を調査し、教科間で共有・調整を行い、適切な課題提供により学習習慣の定着を図る。

ＰＬ：指導教諭

ＳＬ：教務主任
　　　各学年主任

・就職力、進学力向上に向けたキャリ
ア教育の推進

・日出総マスター制度を活用し、資格取得や特別活動における目標設定と振り返りを各学期に１回行う。
・年間の検定試験合格者数述べ６００名を達成するため、資格取得の奨励と、レインボープロジェクトを定着させて放課後の対策講座を充実させる。
・入学時の進路未定層を学年進行にあわせ、５割ずつ減少させる。そのために、年３回の進路ガイダンスと進路希望調査をリンクさせ、進路目標を早期に明確化させ
る。
・ＨＩＪＩＳＯＧＯＯＤスタディ（基礎力向上講座）での取り組みを利用して、義務教育範囲の学習内容の定着を図る。
・公務員講座や小論文講座など外部機関との連携を強化し、レインボープロジェクト（放課後の活動）を活性化させて進路対策を充実させる。

ＰＬ：進路指導主任

ＳＬ：各学年主任
　　：各学科主任
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○ＩＣＴ研修会は、タブレットを生徒が活用できるように具体的な活用方法などを提示しながら教師の
指導力向上と生徒の活用力向上を目指した研修を行い、全教科において生徒がｉｐａｄの活用できる
ようにする。
○授業研究会は１回の実施教科を２教科とし、多くの教員が参観、授業検証できるようにする。ま
た、教科指導にとどまらず人権学習を授業改善に含め、年３回の実施とする。
○互見授業については、公開授業とスキルアップタイムの連動をより分かりやすく提示し、前後期と
もに参観率100%を目指す。
〇ワンウイークトライアルを２学期期末考査後と冬休み課題で取り扱う。
〇取り組み内容を定期考査と連動させ、達成感につなげる。
〇ＨＩＪＩＳＯＧＯＯＤスタディ（朝学習）を充実させ、職員生徒の課題解決に向けた成果の見えるかを
展開したい。

・ｉPａｄを使用しての授業を拝見したが、先生方も大
変だと感じた。
・定期的に行われている基礎学力テストは子ども
自身も自分を見つめ直す良い機会になっている。
・互見授業、タブレットの活用などよく取り組めてい
ると思います。
・ICT機器の普及が進んでいるようで安心した。機
械電子科には更に先進的な取り組みを期待した
い。
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〇目標提示と振り返りの徹底は浸透している。各教科でそれぞれ取り組んでおり、ｉｐａｄ配布に伴ってｔｅａｍｓを
利用して課題等の提出に取り組んでいる教科もある。
〇ＨＩＪＩＳＯＧＯＯＤスタディ（朝学習）を通して、生徒の基礎学力の定着を図った。
〇基礎学力診断テストの平均ＧＴＺはＤ２＋（国語Ｃ３－、数学Ｄ１＋、英語Ｄ２＋）と前回のＤ2－から少し上昇し
ている。ただし、個人差もあり、意欲的に取り組んでいるものとそうでないものの差が大きい。
〇２学期末の成績・欠席数・遅刻早退数を受けて、成績不振者等の指導を保護者召喚のもと実施した。欠点保
持者には各教科から欠点理由を話してもらい、今後の授業等への取り組みを指導してもらった。
〇各教科ともに定期的に課題を出題することができた。課題管理もｔｅａｍｓを使用している教科もある。

〇導入、展開、まとめの明確な授業構想のもと、生徒が見通しをもって取り組めるようにする。また
iPadの活用を全教科で生徒が活用できるように指導していく。
〇ＨＩＪＩＳＯＧＯＯＤスタディ（朝学習）の取り組み方を学年をあげて指導し、定期考査と連動させなが
ら基礎力向上を目指し、来年度に迫っている「進路の実現」に向けて努力をさせていきたい。
〇教科担当と連携し、必要に応じて成績不振者に対して個別指導を行う。
〇今後も継続して、基礎学力のアップに努めていきたい。


